
平成20年 4月 1日から
平成21年 3月31日まで

（単位　円）

消費収入の部 

　　　　 科　　　　　　　　　　　 目 　予　　　　　算 　決　　　　　算 　差　　　　　異
　4,784,728,000 　4,685,160,695 　　 99,567,305学生生徒等納付金　　　　　　　　　　
　3,315,665,000 　3,177,513,915 　　138,151,085　　授業料
　　302,187,000 　　309,434,200 △ 　　　7,247,200　　入学金
　　795,213,000 　　764,773,820 　　 30,439,180　　実験実習料
　　366,463,000 　　428,948,760 △ 　　 62,485,760　　施設維持費
　　　5,200,000 　　　4,490,000 　　　　710,000　　学生研修費
　　 83,875,000 　　 70,281,580 　　 13,593,420手数料　　　　　　　　　　　　　　　
　　 69,580,000 　　 56,345,000 　　 13,235,000　　入学検定料
　　　5,873,000 　　　6,183,500 △ 　　　　310,500　　試験料
　　　2,500,000 　　　2,196,800 　　　　303,200　　証明手数料
　　　　700,000 　　　　175,000 　　　　525,000　　学位論文審査手数料
　　　4,562,000 　　　4,520,780 　　　　 41,220　　大学入試センター試験実施手数料
　　　　660,000 　　　　860,500 △ 　　　　200,500　　生涯学習講師手数料
　　 22,660,000 　　 41,555,307 △ 　　 18,895,307寄付金　　　　　　　　　　　　　　　
　　 22,600,000 　　 33,360,500 △ 　　 10,760,500　　特別寄付金
　　　　 60,000 　　　　100,000 △ 　　　　 40,000　　一般寄付金

　　　8,094,807 △ 　　　8,094,807　　現物寄付金
　　363,719,000 　　390,898,746 △ 　　 27,179,746補助金　　　　　　　　　　　　　　　
　　363,453,000 　　390,635,900 △ 　　 27,182,900　　国庫補助金
　　　　266,000 　　　　262,846 　　　　　3,154　　地方公共団体補助金
　　244,418,000 　　208,209,163 　　 36,208,837資産運用収入　　　　　　　　　　　　
　　　9,930,000 　　　6,991,067 　　　2,938,933　　奨学基金運用収入
　　　2,500,000 　　　1,284,695 　　　1,215,305　　研究奨励基金運用収入
　　220,210,000 　　171,606,739 　　 48,603,261　　受取利息・配当金
　　 11,778,000 　　 28,326,662 △ 　　 16,548,662　　施設設備利用料
　　448,876,000 　　478,052,584 △ 　　 29,176,584事業収入　　　　　　　　　　　　　　
　　135,120,000 　　142,119,800 △ 　　　6,999,800　　補助活動収入
　　230,756,000 　　219,478,116 　　 11,277,884　　附属事業収入
　　 60,000,000 　　 77,454,668 △ 　　 17,454,668　　受託事業収入
　　 23,000,000 　　 39,000,000 △ 　　 16,000,000　　収益事業収入
　　 25,420,000 　　 25,963,303 △ 　　　　543,303雑収入　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　 31,000 　　　　165,402 △ 　　　　134,402　　入試関係資料売却収入
　　　6,588,000 　　　4,708,357 　　　1,879,643　　教材売却収入
　　 18,801,000 　　 21,089,544 △ 　　　2,288,544　　その他の雑収入

帰属収入合計 　5,973,696,000 　5,900,121,378 　　 73,574,622

△ 　　305,734,000 △ 　　338,419,874 　　 32,685,874基本金組入額合計　　　　　　　　　　
△ 　　305,734,000 △ 　　338,419,874 　　 32,685,874　　基本金組入額　　　　　　　　　　　　

消費収入の部合計 　5,667,962,000 　5,561,701,504 　　106,260,496

消  費  収  支  計  算  書



（単位　円）

消費支出の部 

　　　　 科　　　　　　　　　　　 目 　予　　　　　算 　決　　　　　算 　差　　　　　異

　3,241,236,000 　3,230,795,686 　　 10,440,314人件費　　　　　　　　　　　　　　　
　1,386,462,000 　1,357,424,921 　　 29,037,079　　教員人件費　　　　　　　　　　　　　
　1,561,788,000 　1,529,772,767 　　 32,015,233　　職員人件費　　　　　　　　　　　　　
　　 46,795,000 　　 48,963,032 △ 　　　2,168,032　　役員報酬　　　　　　　　　　　　　　
　　　3,287,000 　　 42,419,634 △ 　　 39,132,634　　退職金
　　242,904,000 　　252,215,332 △ 　　　9,311,332　　退職給与引当金繰入額
　1,821,679,000 　1,687,583,551 　　134,095,449教育研究経費　　　　　　　　　　　　
　　293,446,000 　　292,677,286 　　　　768,714　　消耗品費
　　132,692,000 　　134,468,503 △ 　　　1,776,503　　光熱水費
　　 36,513,000 　　 30,144,764 　　　6,368,236　　旅費交通費
　　 13,618,000 　　 10,685,900 　　　2,932,100　　奨学費
　　512,252,000 　　472,706,415 　　 39,545,585　　減価償却費
　　 13,616,000 　　 13,806,327 △ 　　　　190,327　　福利費
　　 30,894,000 　　 25,653,549 　　　5,240,451　　通信運搬費
　　 50,981,000 　　 37,159,439 　　 13,821,561　　印刷製本費
　　 48,099,000 　　 48,761,766 △ 　　　　662,766　　修繕費
　　 24,024,000 　　 21,914,246 　　　2,109,754　　取壊費
　　214,278,000 　　209,369,322 　　　4,908,678　　管理費
　　172,860,000 　　136,976,947 　　 35,883,053　　賃借料
　　　9,957,000 　　　9,528,373 　　　　428,627　　諸会費
　　　7,507,000 　　　8,228,355 △ 　　　　721,355　　会合費
　　 11,396,000 　　　8,768,081 　　　2,627,919　　渉外費
　　202,414,000 　　195,049,166 　　　7,364,834　　諸報酬・手数料
　　 35,934,000 　　 23,772,737 　　 12,161,263　　補助費
　　 11,198,000 　　　7,912,375 　　　3,285,625　　雑支出
　　787,372,000 　　760,706,767 　　 26,665,233管理経費
　　 38,231,000 　　 34,175,048 　　　4,055,952　　消耗品費
　　　8,001,000 　　　9,301,591 △ 　　　1,300,591　　光熱水費
　　 13,123,000 　　 10,594,295 　　　2,528,705　　旅費交通費
　　 83,995,000 　　 84,575,568 △ 　　　　580,568　　減価償却費
　　　4,869,000 　　　3,856,368 　　　1,012,632　　福利費
　　 29,777,000 　　 28,160,403 　　　1,616,597　　通信運搬費
　　 61,709,000 　　 46,419,698 　　 15,289,302　　印刷製本費
　　 10,825,000 　　　8,489,954 　　　2,335,046　　修繕費
　　　　867,000 　　　　404,243 　　　　462,757　　取壊費
　　 16,358,000 　　 15,545,216 　　　　812,784　　管理費
　　 28,935,000 　　 23,905,434 　　　5,029,566　　賃借料
　　 39,656,000 　　 30,891,896 　　　8,764,104　　公租公課
　　138,674,000 　　142,625,239 △ 　　　3,951,239　　広告宣伝費
　　　3,185,000 　　　2,003,469 　　　1,181,531　　諸会費
　　　4,227,000 　　　1,987,414 　　　2,239,586　　会合費
　　 21,939,000 　　 13,901,233 　　　8,037,767　　渉外費
　　 54,185,000 　　 65,840,221 △ 　　 11,655,221　　諸報酬・手数料
　　　　969,000 　　　3,853,770 △ 　　　2,884,770　　雑支出
　　　　300,000 　　　　411,597 △ 　　　　111,597　　香川綾記念支出
　　 78,261,000 　　 92,203,555 △ 　　 13,942,555　　補助活動支出
　　149,286,000 　　141,560,555 　　　7,725,445　　附属事業支出
　　 23,665,000 　　 23,503,562 　　　　161,438借入金等利息　　　　　　　　　　　　
　　 23,665,000 　　 23,503,562 　　　　161,438　　借入金利息　　　　　　　　　　　　　
　　 30,000,000 　　 39,781,359 △ 　　　9,781,359資産処分差額　　　　　　　　　　　　
　　 30,000,000 　　 39,781,359 △ 　　　9,781,359　　固定資産除却差額

　　　　903,700 △ 　　　　903,700徴収不能引当金繰入額　　　　　　　　
　　 50,000,000 　　 50,000,000［予備費］　　　　　　　　　　　　　

消費支出の部合計 　5,953,952,000 　5,743,274,625 　　210,677,375

当年度消費支出超過額 　　285,990,000 　　181,573,121

前年度繰越消費収入超過額 　　637,074,965 　　637,074,965

翌年度繰越消費収入超過額 　　351,084,965 　　455,501,844


